
「 秋の夜長に 」

主幹 佐藤 一司

暑かった夏が過ぎ、やっと秋の気配が感じられるようになってきました。今年度も後半

を迎え、校内の生徒達の様子も、この時期特有の慌ただしさに満ちています。進路が決まっ

た喜びと安心感に満ちあふれた生徒もいれば、一方で間もなく迎える入試の準備で面接練

習や書類作成のために職員室と教室を何度も行き来する生徒、目の前に迫った新人戦のた

めに部活動に余念がない生徒、さらに瓊浦祭の準備で忙しく駆け回る生徒たち。なんとな

く混沌とした、この落ち着きの無い雰囲気も、３０数年この学校で過ごしている私の中で

は、季節を感じる一つの風物詩の様にいつの間にか感じるようになってきました。

ところで、皆さんが「秋」を感じるのはどんなときでしょう

か。「秋の日は釣瓶落とし」や「秋の夜長」という言葉がある

ように、あっという間に日が落ちて夜が長くなることや、木々

の葉が色づきやがて散り落ちていくことなど、様々な秋の風情

があります。美しくも、もの寂しい風情ではありますが、私は、

個人的には春よりもこちらの方が好きです。特に、機械科棟の

法面に毎年秋になると自然が描く大きな絵画を観ることを小さ

な楽しみの一つにしています。法面は色々な種類のコケ類やツタが一面を覆っているので

すが、それらが毎年秋になると色づきます。それが、まるで絵画のような景色を見せてく

れるのです。しかも、年によってその色合いや模様が少しずつ変化し、その無常の景色が

私を楽しませてくれます。未だ気づいていない方はぜひこの秋にじっくり観賞してみて下

さい。ほんの小さな感動かもしれませんが、少しだけ幸せな気持ちになれるかもしれませ

ん。

四季がある日本に住む私たちにとって、秋はもの寂しさを象徴する季節であると同時に、

「芸術」、「読書」、「スポーツ」、「実り」など、創造的で能動的な言葉で形容される

季節でもあります。秋が、もの寂しく感じる理由は、日照時間が短くなることによって、

太陽エネルギーが減少すると、生物は本能的に不安感が増大するということや、気温が低

瓊浦高等学校

学校通信

第86号

令和元年10月31日発行

電話 095-826-1261

FAX 095-820-5245

１０月１５日（火）、情報科ビジネス科２年生が企

業訪問を行いました。Ａ組は【(有)和泉屋→新湯ホテ

ル（雲仙）→チョーコー醤油株式会社】、Ｂ組は【株

式会社たらみ（小長井）→(有)和泉屋→ホテルニュー

長崎】というコースです。今年度は業種も増え、生徒

達が様々な職業に接する大変貴重な機会となりました。

各訪問先では見学の他、本校

の卒業生が体験談などを話す

場が設けられるなど準備をし

ていただき、皆真剣な眼差し

で聞いていました。帰りには

お土産まで頂き、充実した訪

問になったと思います。この

経験を生かし、今後の進路選

択へ繋げて欲しいと思います。

情報ビジネス科 県内企業訪問

１０月１５日（火）に、ＪＡＸＡから竹前

俊昭先生をお迎えして連携授業が行われまし

た。今年も龍馬コース普通科の１年生は、こ

ペットボトルロケット制作に挑戦しています。
視聴覚室にて先生の講義を受けたあと、グラ
ウンドに上って実験を行ないました。。

ＪＡＸＡ連携授業

１日（金） 生徒総会
瓊浦祭（１日目）

２日（土） 瓊浦祭（２日目）
３日（日） 第２回英検（２次）
５日（火） 振替休日（瓊浦祭）
６日（水） 高総体駅伝競技

マナーアップ週間（～８日）
８日（金） 球技大会

県高総文祭（～１０日）
１０日（日） 全商珠算・電卓実務検定
１５日（金） 計算技術検定（機械科）
１７日（日） 日商簿記検定
２１日（木） 期末考査時間割発表

自動車学校入校説明会・学年PTA
（３年）

２３日（土） 危険物取扱者試験
２４日（日） 全商ビジネス文書実務検定
２６日（火） 人権教育
２８日（木） 期末考査（～１２月３日）

主 な 行 事 １１月
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下することによって、自分について考える心の余裕が出てくることから、更なる不安感や

人恋しさを感じることによって起こるものだそうです。そういった見地から見ても秋が創

造的な活動に適した季節であるというのは間違いないようです。「秋の夜長に、何する人

ぞ。」ぜひ、この秋は自分と向き合って、たまには物思いにふけったり、読書をしたり、

映画を観たり、絵画などの創作活動に勤しんでみてはいかがでしょうか。



〈まもなく瓊浦祭〉
令和元年度瓊浦祭が、１１月１日（金）・２日（土）の２日間にわたって開催され

ます。今年のテーマは『 Ｐｏｗｅｒ ｏｆ ｓｍｉｌｅ ～この一瞬を楽しもう～ 』。
合唱に展示に模擬店にと、各クラスで準備が進んでいます。文化部の日頃の活動成果
を披露するステージや展示、生徒有志による出し物などもあります。今年は例年より
もフリータイムが長くなっています。ぜひご来校いただき、一緒にお楽しみください。

○１年生 合唱

○３年生 模擬店

○２年生 展示

★スケジュール★
（2日は展示・模擬店はありません）

2日

・合唱 Ⅰ部 13:50～

Ⅱ部 14:50～

3日

・展示

・模擬店 10:40～14:10

Ⅰ部

情１Ｂ ３６６日

機１Ａ 愛にできることはまだあるかい

機１Ｃ 春愁

情１Ａ 宿命

Ⅱ部

普１Ｃ 福笑い

機１Ｂ 島人ぬ宝

普１Ｂ みかんハート

普１Ｄ 大切

普１Ａ 点描の唄

● バドミントン部

第74回国民体育大会バドミントン競技

少年男子 第３位

令和元年度長崎地区新人体育大会

バドミントン競技

男子団体 第１位

男子シングルス

永渕 雄大（普２Ｄ） 第１位

德永 光来（普２Ｄ） 第２位

町田 脩太（普２Ｄ） 第３位

棚原 蓮 （普１Ｄ） 第３位

男子ダブルス

川本 和駿（普２Ｄ）・貞方 良太（普２Ｄ）

第１位

田中 市之介（普１Ｄ）・柳川 蓮（普１Ｄ）

第２位

藤田 智大（普２Ｄ）・德永 光来

第３位

梅井 智哉（普１Ｄ）・濵野 夏揮（普１Ｄ）

第３位

● バスケットボール部

令和元年度第72回全国高等学校バスケットボー
ル選手権大会 長崎県予選
男子の部 第２位

● 陸上競技部

第２１回 市民体育・レクレーション祭

女子30才未満100ｍ

新谷 実桜（普１Ｄ） 第１位

松本 実紗（普２Ｄ） 第２位

新谷 実柚（普１Ｄ） 第３位

男子30才未満100ｍ

山崎 一沙（機１Ｂ） 第１位

第４８回 長崎市陸上競技選手権大会

男子一般高校 ４×100ｍ 第２位

松本 篤也（機２Ｃ）・新道 翔太（機２Ｃ）

山崎 一沙・川口 星也（普１Ｃ）

● 柔道部

令和元年度長崎地区高等学校新人柔道大会

男子団体 第３位

男子個人

60㎏級 橋本 龍治（普１Ｄ） 第３位

73㎏級 小宗 康介（普１Ａ） 第３位

81㎏級 松田 基裕（普１Ｄ） 第２位

女子団体 第３位

女子個人

48㎏級 栗山 瑛（普２Ａ） 第２位

令和元年度長崎県高等学校新人体育大会

男子個人

81㎏級 松田 基裕 第１位

60㎏級 橋本 龍治 第２位

73㎏級 小宗 康介 第３位

女子個人

48㎏級 栗山 瑛 第３位

● 剣道部
令和元年度長崎地区新人体育大会
男子団体 第３位

女子団体 第３位

女子個人 田平 沙弥花（機２Ｂ） 第３位

● 演劇部

令和元年度長崎県高等学校総合文化祭

演劇部門県南地区 優秀賞・舞台美術賞

【部活動成績】

普３Ａ Buta So-re ～味噌汁に豚を添えて～（豚汁・おにぎり）

普３Ｂ みゆき＆もじゃりー（はしまき・フルーツゼリー・スモア）

普３Ｃ れいれいのマシンガン食堂（焼肉丼・きゅうりの一本漬け）

普３Ｄ 普３Dは主食亭（カレー・ラーメン）

情３Ａ あだちの番です（トルネードポテト・アイス）

情３Ｂ ぐちタッチ（からあげ・ポテト・タピオカ）

機３Ａ ちゃらうどん（皿うどん・チャーハン）

機３Ｂ 森髙駄菓子店（お菓子・スープ）

機３Ｃ はしもと たける（からあげ・フライドポテト・スピン）

普２Ａ ぷらねたりうむ

普２Ｂ 普２Ｂとゆかいな仲間たち

普２Ｃ ディズニーＣへようこそ

普２Ｄ 日本一の瓊浦 ～練習の証～

情２Ａ 空Ａ号 ～無限の彼方へ～

情２Ｂ 古賀駿とＹシャツと夜景

機２Ａ タカヒロスイッチ

機２Ｂ 機２Ｂのワイヤークラフト

機２Ｃ キラーマシーン


